と見られていたが取引は堅調。
大手ジュエリーブランドや独
立系企業は小売環境に順応、
2018年の成長を望んでいる。
サプライヤーは1ct upの価
格を維持している。
De Beersの合成ダイヤモン
ド販売への参入はJCKショー
で大きな話題となり、業界は困
惑している。

ダイヤモンド市況概況

◆JCKショーは参加者が少ない

﹁周 大 福 増 収 増 益 ︑
香 港・中 国 本 土の小 売 改 善﹂

【6月12日】

GIA dossier需要は堅調、
メ
レーはやや弱い。
研磨業者はタイトな利益率を
懸念している。
◆香港：ダイヤモンド取引は静
か。
サプライヤーは６月の 香 港
ショーに向け準備を進めている。
香港と中国本土の小売環境
が改善。
周大福は中産階級やミレニア
ル世代の増加、都市化が進むこ

販売でのオムニチャンネル戦略

とにより消費者の嗜好が変化す

ドルで15％増、利益は5.36憶ドルとなり

◆RapNet Diamond Index（D-H、

33％増加した。

IF-VS2）
、
ポインター価格わずかに上昇。
ベストプライスは先週同様大きな変

ラーがラスベガスから戻ってきている
が、取引はスロー。
研磨量は安定しており、研磨石の在

化無し。
平均価格は0.3ctが2.5%、0.5ctが
2.4%、0.7ctが1.3%とポインター価格
がわずかに上昇。

庫量が増加。
Rapaport® Diamonds.netより一部抜粋

［提供 : ㈱ネットジャパン http://www.net-japan.co.jp/market/2018/06/post̲213.html］

大人への第一歩を彩る
大切なアイテム

屋 街 ジュ

YouTube
で
動画公開
中

「二十歳の真珠（はたちのパール）」キャンペーン

切なアイテムと

抽選券を2倍など特別サービス
7月2日から6日まで

夏の「JTOタウンセール」はじまる

ンおかちまち
（JTO）による、毎夏の恒

気 の デイ
ズニーチ
ケットペア
券、季節の

果物セットを記念賞A・Bとし、その他

例イベント
「 J T O 夏のタウンセール」 に10万円・5万円・1万円・5千円の買
クオカード、JTOサービス券など
が、7月2日〜6日の5日間開催される。 物券、
参加会員は41社。
その内15社は、独自のクーポンによ

多数取揃える。外れても、等外景品が
用意され“お楽しみ抽選会”で楽しめ

り、抽選券を2倍進呈するのをはじめ、 る。
値 札から更に値引きするなどの特 別

これまでタウンセールは歳末が人気

サービスを準備しているという。詳細は

だったが、近年では夏も多くの来場者

送付のDMで確認を。

で賑わい、先着1000名には冷やした

抽選会は例年通り実施。景品は、人

高級時計に秘められた
0・3㎜の職人技

ることを指摘している。

周大福の会計年度の売上高は75億

◆インド：5月の夏休みが終わり、
ディー

の宝飾問
エリータウ

Forevermarkはオンライン
を発表。

日本唯一

テレビ東京系列、毎週木曜9時から

飲み物もサービスで配っている。
組 内で、
「 世 界 のセイ
コー 」と呼 ば れるセイ

シャンシャン生誕1周年記念に

2018年（平成30年）6月15日

徳力本店が2018万円の置物販売

（4）

コ ー エプ ソン の 本 拠

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

第2361号

より徳力本店宝飾品店舗店頭
に展示し、
話題を呼んでいる。
2017年6月12日に生まれ、
日々１万人ほどの来園を呼び
込み、2017年の入園者数を6
年ぶりに400万人超へ後押し
したとも言われる香香の生誕1
周年の記念品として、
「香」
に込
められた「心地よい」
「 喜ばれ
る」の意味を、やわらかく可愛
㈱徳力本店（東京都千

らしいイメージで、江戸より続く金の老

代田区、山口純代表）
は、 舗、徳力本店が純金で製作した。受注

ジャイアントパンダ香香

開始は6月22日。

（シャンシャン）生誕1周

分銅金（大）は、重さ100ｇ／価格

年記念として、120万円

120万円、
（ 小）は重さ50ｇ／価格60

（置物）
と50
（大）の純金製「分銅金」 万円。置物は、重さ1000ｇ
と2018万円の「置物」な

ｇ
（分銅金）／価格2018万円（全て税

どの販売を決定。
6月12日

込み）
となっている。

地、長野県中信地区に
いる現代の名工にも選
ばれたレジェンドがク
ローズアップされた。
わずか0.3mmの部
品を使い高級時計を全

日本最大ジュエリーの祭典
「ロイヤルジュエリーコレクション」
7月6日〜8日、東京プリンスホテル

る様々な企画で魅了する。
注目は、世界中の様々な
感性を取り入れ人気を集め
るファイン ジュ エリ ー
「ECREVE」に加え、スペイ

て1人で組み立てる職

東京貴宝㈱が主催する日本最大級

ンの情熱を表現したエクレブの新ブラ

人 技を紹 介し、完 成し

のジュエリーの祭典「Royal Jewelry

ンドライン「ARMO ECREVE」をはじ

た時 計は約 6 0 万円か

Collection」が、東京プリンスホテル2

め、熟練の技術により開花した“さくら

ら100万円以上する名

階の全フロアーを貸し切り、7月6日〜8

ダイヤモンド”のエンゲージリングとマ

品もあると伝え、
その圧

日の3日間開催される。

リッジリング、毎回定評のある夏樹陽子

巻の職人技に迫った。

今年も煌めく新作ジュエリーの数々

さんの「LUCCIOLA」、
ピンキーリング

放送の「和風総本家」
（テレビ大阪制

同番組は、
「 ニッポンっていいな」を

と選び抜かれたトップファッションジュ

をメインアイテムとする
「Asplendi」な

作）で、6月7日に放送の「和風総本家

テーマに、日本の素晴らしさを再発見

エリーなどを、スタイリッシュでエレガ

ど、多彩なラインナップで会場を埋め

あなたの街の職人さん 長野編」の番

する番組となっている。

ントな空間を演出し、心ゆくまで楽しめ

尽くす。

と得ることが出来たということだ。

自己責任に傾くのである。

して「 真 珠 」を
P R 。一 生に一
度の人生の節
目 に 、記 念 に
残る真 珠の贈

小売の十字路 145

り物 を 勧 め 、
20歳のパール
一般社団法人日本ジュエリー協会

デビューを促進している。

（JJA。中川千秋会長）は、
「 真珠製品

動画に出演しているのは、笑顔が素

への注力」
を活動の一つの柱と位置付

敵な大学生、モデル、
アイドルとして活

け、他団体との協力、PRを通じ消費者

躍する19歳〜20歳の女性5人。元気

への真珠製品の浸透を図っている。
その第一弾として、若年層への真珠

いっぱいのカジュアルな普段着から一

小売閉店からみた
平成という時代

「起きてみて寝てみて
金の工面かな」

転した彼女たちのシックな装いでは、

平成の経済は１９９０年代半ばごろ

「さっさと商売を見切りなさい、やめ

からこれとは異 質なものに変わって

るなら早い方が傷が浅い、零細小売に

いった。それは長引く消費の低迷と競

未来などありません」、
これではコンサ

争の激化の中での限られたパイの奪

ル商売は成り立たないから、本屋にも

い合いの経済だと言っても過言ではな

この類の本は並ばないのであるが、平

い。なんとかしようと思っても何とかな

成の時代というのはじつはこの考えこ

らない構造になってしまったのだ。

そある意味本筋だといってもいい。
それ

けれども昭和の成功体験に捕らわ
私が仕事の事でぼやいていると母

は現実が証明していることでもある。

れていた企業も商店も、売り上げ不振

ある意味というのは昭和に通用した

親が口癖のように「何とかなるもんだ

をなんとかしようと人をつぎ込みモノを

商売スタイルは平成の時代にはなんと

よ。
あんまり考えてもしょうがないから」

つぎ込み資金をつぎ込んで打開を図

かしようとしても何ともならないという

胸元に真珠のネックレスが輝く。楽曲

資金繰りの苦労は零細企業の宿痾

と言って励ましてくれたものだが、今思

るか、様子見を決め込んで昭和のよう

ことである。経営者が売り上げ不振の

着させることを目的とした動画を制作。 は、2017年にインディーズバンド音楽

のようなものだが、
さすがに最近はくた

い直してみるとその「何とかなる」は実

にいずれ景気は回復すると赤字を座

根底にこの考えを据えていれば、閉店

6月1日の「真珠の日」に合わせ5月21

配信サイトのランキングで、
アーティス

びれてきた。後継者がいるわけでもな

際の体験に裏打ちしていただろう。

視しているうちに、結局行き詰まってし

した店の対処の方法論もまた違ったも

日からYouTubeで公開している
（公開

ト部門1位に輝いた、現在19歳の、
みき

い。勤め人なら定年退職している年齢

戦後一坪二坪の店からそこそこの店

まったのが平成の経済絵図ということ

のになっていたはずである。

は2019年6月1日まで）。

なつみ氏による書き下ろし。演出は主

を考えると将来への展望も開けるとは

構えの商店まで成長できたのは、人の

にミュージックビデオを手掛け、数々の

言えず、
このあたりが潮時かなと弱気の

倍働けば倍以上の利得があり、背伸び

虫がうずく。

して借金してもいつの間にかそれを上

半は、
「なんとかしよう、なんとかなる」 の生き残りの策を成功体験から離れ

の購買動機喚起と冠婚葬祭文化を定

それに合わせ、
「 二十歳の真珠（はた

ちのパール）」
キャンペーンをスタート。 受賞歴をもつ映像作家、平野康祐氏。
大人の女性としてのスタートを彩る大

になろう。
閉店を余儀なくされた経営者の大

それでも商売を止めるわけにはいか
ないなら、右肩下がりの状況のなかで

なお、同動画は流通面において幅広

あらためて周囲を見渡すと、経営者

回る資産に変わってきた経済成長の流

はずでそうならないのは自分の側の努

て、
自分自身で構築するしかないが、
そ

く認知されるた

がずいぶんと入れ替わっている。私の

れがあったからだろう。
その間の曲折も

力不足に違いないと思い込んでいたよ

れはそれで困難な道である。

めに、一般社団

店と同じに始めた人たちは一人去り二

落ち込みも
「何とか乗り越えてきた」か

うに思える。
そればかりか世の中にあふ

法 人日本 真 珠

人去りで少なくなった。退店したほとん

らこそ
「なんとかなるもんだ」
という成功

れている情報というのは、
こうすれば成

振興会とのダブ

どが平成に入ってからの営業不振で

体験が体にしみこんだに違いない。経

功する、
こうやれば危機から脱出でき

ルクレジットと

あってみれば、
この平成の時代はどう

済のパイが大きくなってきたからこそ、

る、私はこうして会社を立て直したとい

なっている。

形容したらいいのだろうか。

多くの零細な小売もその分け前を自然

う、
「 がんばれ」譚ばかりだからよけい

家庭用永久磁石磁気治療器

金具のないネックレス
簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、
どんなスタイルにも対
応できます。

http://www.sunchalaine.com
〒110-0005
東京都台東区上野5-16-16 天美ビル3階
TEL:03-3836-5800 FAX:03-3836-5850
E-mail:info@sunchalaine.com
ULTRA Neo は当社の登録商標。商品は当社の特許製品。模倣行為は違法であり、禁止。

何とかしようと努力をしても何とかな
らなかった時代、それが平成である。
貧骨
cosmoloop.22k@nifty.com

